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＞＞＞　四つのテスト　＜＜＜～言行はｋこれに照らしてから～
３．行為と友情を深めるか
４．みんなのためになるかどうか

■クラブ協議会プログラム
：仲宗根真由美 ☆ゲスト

：宮城会長 ・砂川夏海さん（第55期青少年交換派遣学生）

：平仲 絢子 ・砂川尚之様（夏海さんお父様）

：日も風も星も・四つのテスト ★ビジター

： ・新城恵子ガバナー補佐（浦添ＲＣ）

ｴｺ思想推進宣言 ： ・田中久光分区幹事様（浦添RC）

会長挨拶 ：宮城 富夫

幹事報告 ：仲村幹事

委員会報告 ：城間 幹夫

ﾆｺﾆｺＢＯＸ ：平仲 絢子

出席報告 ：平仲 絢子
閉会点鐘 ：宮城会長

1

前回 今回

例会NO.

■ニコニコ・米山・財団寄付

累 計 ¥165,500 ¥41,686

■ウクライナの人々（ロータリアン）が平和にな
るように祈り、支援します。（天願 勇）

■昨日はプレオープンに来て頂き感謝いたしま
す。皆様からのお花も一番目立つところへ飾らさ
せて頂きました！ありがとうございます！カリー
をつけて頂けたと思います！2022/3/26今年一
番良い日とされる日にグランドオープンです。ま
た是非美味しいお肉を食べに来て下さい。宜しく
お願い致します。（仲宗根真由美）

■ニコニコの趣旨

会員数 30 30

 　 １．真実かどうか
 　 ２．みんなに公平か　　　

母子の健康月間

開 会 点 鐘

司 会

＊＊＊　第２５４５回　（２０２２年３月２３日）　例会報告　＊＊＊

ゲストビジター紹介

清 聴

前 回 累 計 ¥159,500

第2545回 ¥6,000

例会日 3月16日

皆様こんにちは！いきなり余談ですが、昨日3/22は
元会員の田中旨夫先生の、なんと104歳の誕生日でし
た。3年前から台湾の中和園通扶輪社(ロータリークラ
ブ)に移っていますが、会員有志の皆様と誕生会を楽し
んでいました。私もLINE電話しましたが、ビデオ通話
に切り替わってメンバーと一緒に2分程度会談しまし
た。宜野湾クラブのLINEグループにもその模様が一部
配信されましたが、その若さに肖りたいものです。

さて、本日は新城AGと田中分区幹事が訪問されてま
すが、今深刻なウクライナ国の支援について、若林Gの
伝達役として説明をあとで頂く予定です。

そして、もう一人、昨年青少年交換派遣プログラム
(YEP)の宜野湾RCがスポンサーしてました”砂川夏
海”さんがゲストとして、お父さんと一緒に参加してお
ります。
このたび、なんと京都大学に入学するということで報告
がてら挨拶にみえました。”おめでとう ございま
す！”。わがクラブにも先輩の河村会員がいますが、生
憎仕事の都合で4月からの出席予定ということで面会で
きませんが機会を見つけて会ってください。
コロナ禍で受入れ国から途中で帰国しましたが、これか
らもロータリーとのつながりとして、大学ではYEP卒業
生のローテックスというサークルがあり、後輩のYEP応
援者として活躍する場がありますので、大学生活を楽し
みながら頑張ってください。

この後お二人のスピーチをご清聴ください。これで、
私の挨拶を終わります。

16 14

ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ

■ゲスト・ビジター紹介　　 平仲絢子会員

■会長挨拶

宮城富夫会長

■宜野湾ロータリーの皆様、本日は勝手ながらお
時間を頂いてありがとうございます。
ウクライナ義援金支援のご協力よろしくお願いし
ます。
（新城ガバナー補佐・田中分区幹事）浦添RC

出席免除者欠席数 2 3

算定用会員数 28 27

出席率

■新城ガバナー補佐の今日の卓話ありがとうござ
います。（新垣 義夫）

■出席報告
出席報告

28

¥1,848

¥39,838

《4月ロータリー為替レート　＄１＝￥122》

2544 2545

3月23日

51.85%

0

免除会員 0 0

訂正出席者数 17 14

訂正算定分母

訂正出席率 60.71%

27

57.14% 51.85%

メーク
アップ

出席者数

一般会員



<本日＞
◆第２５４６回４月６日（水）理事会

◆第２５４７回４月１３日（水）

◆第２５４８回４月２０日（水）

◆4月27日　振替休会

　許田会員叙勲受章祝賀会

◆5月4日　特別休会
【幹事報告】 　定款7-1-d-5適用
①浦添RC創立55周年記念例会のご案内 ◆第２５４９回５月１１日（水）理事会
②日台ロータリー親善会議福岡大会のご案内 オープン例会
③ロータリー希望の風ワインのご紹介 ◆第２５５０回５月１８日（水）
④日本人親善朝食会のご案内

⑤バギオ訪問交流の旅ツアーのご案内 ◆第２５５１回５月２５日（水）
【回　覧】

①コーディネーターニュース4月号のご案内 ◆６月１日　地区大会の振替休会

◆第２５５２回６月８日（水）理事会

◆第２５５３回６月１５日（水）

◆第２５５４回６月２２日（水）

移動例会（蝶々ハウス）

◆第２５５５回６月２９日（水）

夜間例会（最終例会）

●例会休会のお知らせ

・名護ロータリークラブ

日時：4/13（水）休会（地区協議会振替の為）

日　時：2022年5月6日（金）16：00～

会　場：ホテルニューオオタニ博多　鶴の間

登録料：会員22,000円　家族10,000円

地区内申込期限：4月12日（火）

※今回はリアル参加の申込受付です。

　オンライン参加登録は後日案内します。

＜最初にフィンランド語でご挨拶＞(^^♪
こんにちは。第55期青少年交換派遣学生、そして今は
第55期ローテックスの砂川夏海です。この度、京都大
学文学部に無事合格することができました。この春から
京都に移って京大生として4年間過ごすことになりま
す。合格までの道のりは非常に辛く大変でしたが、本当
に無事合格できて安心しております。今回は城間さんに
頼んで宜野湾ＲＣの皆さんにお礼を言いたくて参加させ
て頂きました。私は京大で言語学を学びたいと考えてい
て、ロータリーの交換留学がなければそう思うこともな
かったと思います。私は高2の夏からフィンランドに
8ヶ月留学させて頂いて、フィンランド語という未知の
言語を一から勉強する事になりました大変な事も多かっ
たですが、フィンランド語は凄く面白くて留学して初め
て言語を学ぶ面白さを学んだと思います。現地の言葉を
使って現地の方と交流するすることでしか見えないも
の、フィンランド文化を内側から見ている感覚があり、
こういうテクノロジーが発達した現在でも言語学を大学
で研究する意味があると思います。ロータリーの交換留
学で得たものは、勿論フィンランドでの経験もあります
が、色んな方々がボランティア活動に参加され、自分が
持っているものを他の人の為に使うというそういう姿勢
を学びました。宜野湾ＲＣの皆さん、2580地区の皆さ
ん本当にありがとうございました。今まで受験でロータ
リー活動に関わる事が出来ませんでしたが、これからは
ローテックスとして活動し、もっと積極的に関わってい
く事で恩返しが出来たらと思っております。また京都大
学でも益々努力を重ねて参りますので、これからも応援
よろしくお願いします。ありがとうございました。 お誕生日おめでとうございます！

仲宗根真由美会員（2/28）

■例会予定

■地区・他クラブよりお知らせ

第7回日台ロータリー親善会議（福岡大会）
テーマ「つなぐ」

■幹事報告　　仲村幹事

■スピーチ　　砂川夏海さん



　

　※200か国、34ゾーン、35000のクラブへ災害義援金支援のお願いを行っています。

職業宣言　８　職業倫理を高めることは、職業奉仕の大切な一面だ。

■本日の卓話

ウクライナ情勢に関する国際ロータリーからの声明（2022/2/25）

　深刻化するウクライナでの人道的危機への対応としてロータリアンも世界中の人も寄付することが
　でき、ロータリアンは直接災害支援アクションを起こすことができる正式な窓口《災害救援基金》
　を指定した。

新城恵子ガバナー補佐

皆さんこんにちは。今日久しぶりに宜野湾ＲＣにお伺いさせ
て頂きましたが、めでたい話ばかりですネ。新しいスタート
の季節なので、この席に来られて良かったなと思います。
本日お時間頂いたのは、先ほど宮城会長からお話がありまし
たウクライナのお話です。毎日毎日テレビでコロナ以上に確
認されていると思われます。2月24日にロシアがウクライ
ナに侵攻したというニュースを見て、今この世の中で、よも
やロシアがそんな事をする訳がないという思いがありまし
た。でも、あれから1ヶ月経っていますが解決すらしませ
ん。停戦の目途は見えません。その中で3月3日に2580地
区若林ガバナーは皆様にウクライナへの支援金のお願いを一
斉に同報させて頂きました。

　ウクライナには62のロータリークラブと6の衛星クラブがあり、その会員数は約1100人。24の
　ローターアクトクラブ合わせれば1400人以上。更に、世界には140万人のロータリアンがいます。

ロータリ財団がウクライナ地域での直接的人道支援の窓口を設置（2022/3/3）

我々ロータリアンは何ができる？　

ウクライナの為に何ができるのでしょう？
実は、３本の柱が一体となるパワーに気づかされました。
　1.クラブで、親睦と学びと地域社会奉仕で成長
　2.国際ロータリーで、多彩なPJやプログラムで広がる視野
　3.ロータリー財団で、世界規模で何か良いことをしよう

　①国際社会とともに即座の停戦、ロシア軍の撤退、および対話を通じた対立解決のための外交努力の
　　再開を求めます。

　②国際ロータリーは、救援物資や支援を提供し、ウクライナ地域に平和をもたらすために全力を尽く
　　します。

世界で人道支援しているロータリー



左から 城間幹夫会員（前年度地区青少年交換委員会　副委員長）
砂川尚之（すながわたかゆき）様
砂川夏海（すながわなつみ）さん（第55期青少年交換派遣学生）
平仲絢子会員（地区青少年交換委員会　委員）

砂川夏海さん京都大学文学部合格おめでとうございます！

夏海さん大学生活4年間頑張って下さい(^^♪



先日紹介させて頂いた、主催興行昨日無事終えることができました。
ご協力頂いた皆様ありがとうございます！
タイトルマッチは判定でベルト獲得はなりませんでしたが、まだまだ諦めずに頑張ります！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平仲 絢子　2022/3/28

会員さん情報


